
 ◎  為替関連手数料 砺波信用金庫

（１）振込手数料（１件につき）
　（令和元年１０月１日現在）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

会員及び３万円未満 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料

員外かつ３万円以上 ２１６円 ２２０円 無　料 無　料 無　料 無　料

３万円未満 ２１６円 ２２０円 １０８円 １１０円 １０８円 １１０円

３万円以上 ４３２円 ４４０円 ２１６円 ２２０円 ３２４円 ３３０円

３万円未満 ５４０円 ５５０円 ２１６円 ２２０円 ４３２円 ４４０円

３万円以上 ７５６円 ７７０円 ４３２円 ４４０円 ５４０円 ５５０円

３万円未満 ４３２円 ４４０円 － － － －

３万円以上 ６４８円 ６６０円 － － － －

（注） 1.文書扱は国庫金振込・公金振込および付帯物件付振込に限らせていただきます。

（２）インターネットバンキング振込手数料（１件につき）

３万円未満

３万円以上

３万円未満

３万円以上

３万円未満

３万円以上

（３）送金手数料（１件につき）

（４）代金取立手数料（１通につき）

割引･担保手形

割引･担保手形（当庫間）

代金取立手形

代金取立･割引･担保手形

（注） １．交換所にかけるものは、すべて徴収します。

（５）その他諸手数料

  取 立 手 形 組 戻 料 （１通）

手　数　料（消費税含）

  送 金 ・ 振 込 組 戻 返 却 料 （１件）

  不 渡 手 形 返 却 料 （１通）

８６４円 ８８０円

上 記 交 換 所 外

３２４円 ３３０円 ３２４円 ３３０円

２１６円 ２２０円

改定前

手　数　料（消費税含）

　当 庫 本 支 店 あ て

　他 金 融 機 関 あ て

代　金　取　立　の　種　類

手　数　料（消費税含）

改定後 改定前 改定後

４３２円

６４８円

４４０円

６６０円

他金融機関あて

普通扱い 至急扱い

３２４円 ３３０円

送　　金　　の　　種　　類
改定前 改定後

金  額  の  区  分

手　数　料（消費税含）

当
金
庫
あ
て

同一店内あて

１０８円 １１０円

１０８円 １１０円

２１６円 ２２０円

改定後

無料 無料

無料 無料

電 信 扱

文 書 扱

振　込　の　種　類 金　額　の　区　分

同一店内

当庫本支店

２１６円

４３２円

無料

無料

１１０円

１１０円

資
金
移
動

振  込  の  種  類

当庫本支店あて

２２０円

４４０円

他

金

融

機

関

あ

て

当

金

庫

あ

て

無料

無料

１０８円

１０８円

（窓口利用） （ＡＴＭ振込） （しんきんファクシミリ
振込サービス）

手　数　料（消費税含）

改定前

（個人） （法人）

改定後 改定前

種　　　　　　　　　　類
改定前 改定後

２１６円 ２２０円

２１６円 ２２０円 ２１６円 ２２０円

高 岡 手 形 交 換 所 管 内

６４８円 ６６０円

６４８円 ６６０円

手 数 料 改 定 の お 知 ら せ
当金庫では、令和元年１０月１日からの消費税率の引き上げに伴い、各種手数料を下記のとおり改定させていただきます。

６４８円 ６６０円 ８６４円 ８８０円



 ◎  預金関連手数料 　（令和元年１０月１日現在）

（１）ＣＤ・ＡＴＭ利用手数料

改定前 改定後 改定前 改定後

平 日 　８：４５～２０：００ 無料 無料 無料 無料

土 曜 日 　９：００～１７：００ 無料 無料 無料 無料

日 曜 日 　９：００～１７：００ 無料 無料 無料 無料

祝 日 　９：００～１７：００ 無料 無料 無料 無料

　８：４５～１８：００ 無料 無料 無料 無料

１８：００～１９：００ １０８円 １１０円 １０８円 １１０円

　９：００～１４：００ 無料 無料 無料 無料

１４：００～１７：００ １０８円 １１０円 １０８円 １１０円

日 曜 日 　９：００～１７：００ １０８円 １１０円 １０８円 １１０円

祝 日 　９：００～１７：００ １０８円 １１０円 １０８円 １１０円

　８：４５～１８：００ １０８円 １１０円 － －

１８：００～２０：００ ２１６円 ２２０円 － －

　９：００～１４：００ １０８円 １１０円 － －

１４：００～１７：００ ２１６円 ２２０円 － －

日 曜 日 　９：００～１７：００ ２１６円 ２２０円 － －

祝 日 　９：００～１７：００ ２１６円 ２２０円 － －

　８：４５～１８：００ １０８円 １１０円 １０８円 １１０円

１８：００～１９：００ ２１６円 ２２０円 １０８円 １１０円

１９：００～２０：００ ２１６円 ２２０円 － －

　９：００～１４：００ １０８円 １１０円 － －

１４：００～１７：００ ２１６円 ２２０円 － －

日 曜 日 　９：００～１７：００ ２１６円 ２２０円 － －

祝 日 　９：００～１７：００ ２１６円 ２２０円 － －

（注）　・平日のご利用時間が２１：００までの営業店等

　　　　（本店、戸出支店、アミュー出張所、砺波アピタ出張所、アルビス中田店出張所）

　　　・平日のご利用時間が２０：００までの営業店等

　　　　（砺波支店、戸出中央出張所）

　　　・平日のご利用時間が１９：００までの営業店等

　　　　（城端支店、津沢支店、中田支店、井波支店、高岡支店、福野駅前支店、南砺市役所福野行政ｾﾝﾀｰ出張所）

（２）インターネットバンキング契約手数料

　法人ＩＢ（ｵﾝﾗｲﾝ契約のみ）

　法人ＩＢ（ｵﾝﾗｲﾝ契約 + データ伝送利用）

（３）しんきんファクシミリ振込サービス契約手数料

　サービス基本利用料

土 曜 日

種　　　　類
改定前 改定後

改定前 改定後

土 曜 日

キャッシュカードの種類 利　　用　　時　　間

平 日

サービス基本利用料
（月間）

　個人ＩＢ

ゆうちょ銀行カ ー ド

平 日

土 曜 日

他金融機関 カ ー ド

手　数　料（消費税含）

支　払 入　金

種　　　　類 内　　　　　　　容

手　数　料（消費税含）

手　数　料（消費税含）

当　金　庫　カ　ー　ド 、
北陸３県に本店のある

信用金庫カード

北陸３県以外に本店のある
信用金庫 カ ー ド

平 日

２，２００円

内　　　　　　　容

５４０円 ５５０円

１０８円 １１０円

　１契約当たり（月間）

１，０８０円

２，１６０円

１，１００円



 ◎  預金関連手数料

　（令和元年１０月１日現在）

（５）再発行手数料

改定前 改定後

（紛失・盗難・汚損等による） １，０８０円 １，１００円

（名義変更による）    ５４０円    ５５０円

（紛失・盗難・汚損等による） １，０８０円 １，１００円

（名義変更による）    ５４０円    ５５０円

　各種カード （紛失・盗難・汚損等による） １，０８０円 １，１００円

（ＣＤカード、ローンカード、貸金庫カード） （名義変更による）    ５４０円    ５５０円

（紛失・盗難・汚損等による） １，０８０円 １，１００円

（名義変更による）    ５４０円    ５５０円

（注）名義変更において、新通帳・証書・証券を発行しないときは徴収しない。

（６）各種証明書発行手数料

改定前 改定後

（単発）    ４３２円    ４４０円

（継続）    ４３２円    ４４０円

（顧客の準備する書式）    ４３２円    ４４０円

（監査法人向け） ３,２４０円 ３,３００円

　取引明細書（普通、当座など）、元帳明細発行 １口座あたり    ４３２円    ４４０円

　利息支払証明書、決算利息明細書 １通あたり    ３２４円    ３３０円

　各種証明書 １通あたり    ４３２円    ４４０円

　融資可能証明書 １通あたり １０,８００円 １１，０００円

（７）手形・小切手関係手数料

改定前 改定後

　約束手形・為替手形帳 １冊あたり    ５４０円    ５５０円

　小切手帳 １冊あたり    ４３２円    ４４０円

　自己宛小切手用紙 １枚あたり    ５４０円    ５５０円

　マル専手形用紙 １枚あたり    ５４０円    ５５０円

　マル専口座開設手数料 割賦販売通知書１枚につき ３,２４０円 ３,３００円

（８）各種口座振替手数料

改定前 改定後

口座振替手数料（新規契約） １件あたり １０８円 １１０円

各種口座振替手数料（既契約分） １件あたり

（ガス代・新聞代・家賃・地代　他）

１通あたり

　通　　帳

　証　　書

　出 資 証 券

１冊あたり

１枚あたり

１枚あたり

１枚あたり

　残高証明書

種　　　　類 内　　　　　　　容
手　数　料（消費税含）

種　　　　類 内　　　　　　　容
手　数　料（消費税含）

　５４円

種　　　　類 内　　　　　　　容
手　数　料（消費税含）

種　　　　類 内　　　　　　　容
手　数　料（消費税含）

　５５円



　◎ 貸出関連手数料

　（令和元年１０月１日現在）

改定前 改定後

１,０００万円未満 １件 １０，８００円 １１，０００円

１,０００万円以上 １件 ２１，６００円 ２２，０００円

１件 １０，８００円 １１，０００円

１件 １０，８００円 １１，０００円

１件 １０，８００円 １１，０００円

実　　費 実　　費

改定前 改定後

５００万円未満 １件 　５，４００円 　５，５００円

　５００万円以上
１，０００万円未満 １件 １０，８００円 １１，０００円

１，０００万円以上 １件 ２１，６００円 ２２，０００円

１件 　５，４００円 　５，５００円

１件 　５，４００円 　５，５００円

改定前 改定後

１件 　５，４００円 　５，５００円

５００万円未満 １件 　５，４００円 　５，５００円

　５００万円以上
１，０００万円未満 １件 １０，８００円 １１，０００円

１，０００万円以上 １件 ２１，６００円 ２２，０００円

１回 １０，８００円 １１，０００円

１件 　５，４００円 　５，５００円

１件 １０，８００円 １１，０００円

１回 　５，４００円 　５，５００円

１件 　５，４００円 　５，５００円

１件 １０，８００円 １１，０００円

１回 　５，４００円 　５，５００円

（注）　当金庫での借替などを除きます。

　事業資金

固定金利型
　　　住宅ローン

不動産担保
取　扱

証書貸付
（住宅ローンは除く）

固定金利特約型
　　　住宅ローン

変動金利型
　　　住宅ローン

　火災保険質権設定承諾書確定日付費用

　一部繰上げ償還

　返済条件変更

　全額繰上げ償還

変更
　追加設定・一部抹消

　極度増減・順位変更

　条件変更

　消費資金

　全額繰上げ償還

　返済条件変更

　一部繰上げ償還

　全額繰上げ償還

　返済条件変更

　一部繰上げ償還

　一部繰上げ償還

　全額繰上げ償還

種　　類 内　　　　　　　容
手　数　料（消費税含）

手　数　料（消費税含）
内　　　　　　　容種　　類

種　　類 内　　　　　　　容
手　数　料（消費税含）

新規設定



 ◎　その他手数料

　（令和元年１０月１日現在）

（１）株式払込取扱手数料

　株式払込取扱手数料

（２）保護預かり手数料

改定前 改定後

　国債保護預かり １,２９６円 １,３２０円

（３）貸金庫利用手数料

改定前 改定後

　貸金庫利用手数料 ６，４８０円 ６，６００円

　　〃　カード再発行 １，０８０円 １，１００円

　　〃　鍵再発行 実　　費 実　　費

（４）夜間金庫利用手数料

改定前 改定後

　夜間金庫利用手数料 月額 ２，１６０円 ２，２００円

　　〃　　用カバン １個 月額 　　１０８円 　　１１０円

　　〃　　鍵再発行 実　　費 実　　費

（５）入金帳（当座・普通）発行

改定前 改定後

　入金帳（当座・普通） 集金先 １冊 ５，４００円 ５，５００円

　　〃 当庫メイン先 １冊 １，０８０円 １，１００円

　　〃 窓口持参 １冊 無　　料 無　　料

内　　容　　及　　び　　手　数　料 （消費税含）

１人当たり（年間）

１金庫当たり（年間）

１枚

施錠装置および鍵の更新

手　数　料（消費税含）

手　数　料（消費税含）

手　数　料（消費税含）

手　数　料（消費税含）

改定前 改定後
種　　　　類

 払込金額×２.５/１，０００×１０８％  払込金額×２.５/１，０００×１１０％

種　　　　類 内　　　　　　　容

種　　　　類 内　　　　　　　容

種　　　　類 内　　　　　　　容

種　　　　類 内　　　　　　　容

施錠装置および鍵の更新



 ◎　その他手数料

　（令和元年１０月１日現在）

（６）両替手数料　（お取扱１回当りの手数料）

改定前 改定後

無　　料 無　　料

１０８円 １１０円

３２４円 ３３０円

６４８円 ６６０円

　２，００１枚以上１，０００枚ごとに　 　　　３２４円加算 　　　３３０円加算

　　　　　　　　　　

　　◎　渉外係の届ける両替についても、同様とします。

　　◎　両替枚数は、「持参枚数の合計」か「持帰枚数の合計」のいずれか多いほうを両替枚数とします。

　　◎　以下の取引については、無料とします。

　　　　　　○　汚損紙幣、硬貨の交換（注）

　　　　　　○　記念硬貨の交換（注）

　　　　　　（注）１００枚を超える異なる金種への両替については有料とします。

手　数　料（消費税含）
内　　　　　　　容

　１，００１枚～２，０００枚まで

両 替 枚 数

　　　　　　　　　　１００枚まで

　　　１０１枚～　　３００枚まで

　　　３０１枚～１，０００枚まで



　◎でんさいﾈｯﾄ関連手数料　

　（１）でんさいﾈｯﾄ各種手数料　（１件あたり） 　（令和元年１０月１日現在）

改定前 改定後

自金庫宛 　　３２４円 　　３３０円

他金融機関宛 　　６４８円 　　６６０円

書面代行 １，０８０円 １，１００円

自金庫宛 　　３２４円 　　３３０円

他金融機関宛 　　６４８円 　　６６０円

書面代行 １，０８０円 １，１００円

自金庫宛 　　１６２円 　　１６５円

他金融機関宛 　　３２４円 　　３３０円

書面代行 １，０８０円 １，１００円

自金庫宛 　　３２４円 　　３３０円

他金融機関宛 　　６４８円 　　６６０円

書面代行 １，０８０円 １，１００円

通常(オンライン) 　　１０８円 　　１１０円

通常(書面代行) １，０８０円 １，１００円

特例開示(書面) ２，７００円 ２，７５０円

定例発行方式 １，５１２円 １，５４０円

都度発行方式 ３，５６４円 ３，６３０円

譲渡に随伴しない 　　３２４円 　　３３０円

ｵﾝﾗｲﾝ 　　３２４円 　　３３０円

書面 １，２９６円 １，３２０円

ｵﾝﾗｲﾝ 　　３２４円 　　３３０円

ｵﾝﾗｲﾝ 　　３２４円 　　３３０円

書面 １，２９６円 １，３２０円

訂正内容が複雑な場合 都度実費 都度実費

ｵﾝﾗｲﾝ 　　１０８円 　　１１０円

書面 １，２９６円 １，３２０円

書面 １，２９６円 １，３２０円

――― ―――

参加金融機関から 　　２１６円 　　２２０円

利用者・元利用者から ２，７００円 ２，７５０円

　　２１６円 　　２２０円

全部割引 　　　３２円 　　　３３円

一部割引 　　　９７円 　　　９９円

口座入金 　　２１６円 　　２２０円

　（２）しんきん電子記録債権システム　月額基本手数料　　

改定前 改定後

無　料 無　料

法人ＩＢ契約なし １，０８０円 １，１００円

法人ＩＢ契約先 無　料 無　料

口座間送金受入

（支払不能通知の訂正を除く）

支払不能通知の訂正

支払不能通知の取消

強制執行等の記録

　　発生記録をご利用のお客様（債務者利用有）

　　受取のみご利用のお客様（債権者利用限定特約）

支払不能情報照会

口座間送金決済委託手数料

でんさい割引

単独保証記録

変更記録

（債権内容に係る場合）

支払等記録

残高の開示

訂正・回復

手　数　料（消費税含）
取　引　種　別

手　数　料（消費税含）
　　でんさいｻｰﾋﾞｽのご利用内容

発生記録

（債務者請求方式）

（債権者請求方式）

譲渡記録

分割（譲渡）記録

開示


